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※ 部分→時間割冊子配付前の追加変更 ※変更が発生し次第、随時本表を更新しています。最新情報には十分に注意をしてください。

※ 部分→時間割冊子配付後の追加変更
※ 部分→授業開始後の追加変更

青字部分が変更点です。

授業開始後の教室変更はUTask-Webログインページ　左メニューの「教室変更情報」またはUTask-Webの「休講」→「休講・教室変更参照」から確認してください。

変更
発生日

時間割冊子
ページ

曜限 時間割
コード

科目名 教員名 対　　　象
学年・科類・クラス

教室 その他
※左記以外に変更がある場合

変更内容
※下記変更を時間割冊子に必ず転記

して下さい。

3月22日 p.407 水4 30769 中国語中級（作文） 李　彦銘 1年　文科　理科
2年　文科　理科 102 ー 教員名修正（総合科目等時間割表）

3月22日 p.414 金2 31676 生体医工学基礎I 南　豪 1年　文科　理科
2年　文科　理科 1214 ー 教員名修正（総合科目等時間割表）

3月22日 p.348 集中 32014 全学体験ゼミナール(i.school KOMABA I: イノベーショ
ン・ワークショップへの招待) 小松崎　俊作 1年　文科　理科

2年　文科　理科
シラバス参照 ガイダンス：特に行わない（工学部

合同説明会には参加する） ガイダンス変更

3月27日 p.245, p.410 月1 30826 記号論理学Ⅰ（文科生） 野矢　茂樹 1年　文科
2年　文科

1106 ー 曜限変更

3月27日
p.45,

p.382, p.385
木3 31930 初年次ゼミナール文科 竹野　太三 1年 文一二(12-15)

　文三(10-13) 119 ー 不開講

3月28日
p.284,
p.406

火5 31692 人類科学 井原　泰雄 1年　文科　理科
2年　文科　理科 K213 ー 教室変更

3月28日 p.220, p.413 金2 31069 スペイン語初級（第三外国語） 丸山　共恵 1年　文科　理科
2年　文科　理科 156 ー 教室変更

3月29日 ｐ.258 月5 30240 日本の政治 竹中　治堅 1年　文科　理科
2年　文科　理科 513

教科書追加・削除
(Webシラバス参照)

教科書変更

3月29日 p.24, p.382 水4 30747 情報 松田　源立 1年 文一二(24-26) E31 ー 担当教員変更

3月29日
p.24,

p.383, p.386
金3 31101 情報 松田　源立 1年 文一二(27-28) 文三(8) E31 ー 担当教員変更

3月30日 p.253, p.404 火2 30337 歴史社会論 皆川　卓 1年　文科　理科
2年　文科　理科 K211 ー 教室変更

3月30日
p.110,

p.381, p. 384
月3 30143 経済I 松原　隆一郎 1年　文科

2年　文科 K011 ー 教室変更

3月31日 p.192, p.381 月4 30165 フランス語初級（演習）① デルヴロワ　ミカエル 1年　文一二(26) 10-205 ー 教室変更

3月31日 p.194, p.400 月5 30219 フランス語初級（インテンシヴ） デルヴロワ　ミカエル 1年　文科　理科 10-205 ー 教室変更

4月3日 p.237, p.407 水2 30661 タイ語初級（第三外国語） 浅見　靖仁 1年　文科　理科
2年　文科　理科 K214 ー 教室変更

4月3日
p.138,

p.381, p.384,
p.387, p.390

火3 30407 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文一二28 文三20
 理一11-13 理二三8) 121 不開講

4月3日
p.142,

p.381, p.384,
p.387, p.390

火4 30491 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文三7-8
 理一38-39 理二三23-24) 121 不開講

4月3日
p.144,

p.382, p.385,
p.388, p.391

水2 30609 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文一二8 文三17
 理一17-18 理二三12･14) 102 不開講

4月3日
p.146,

p.382, p.385,
p.388, p.391

水3 30713 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文一二21-23 文三13
 理一29-30 理二三19) 102 不開講

4月3日
p.172,

p.388, p.391
木2 30869

英語中級（クラス指定セメスター
型）

ロビンソン　ピーター 1年(理一14･20 理二三20) 153 不開講

4月3日
p.149,

p.381, p.384,
p.387, p.390

火3 40041 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文一二25 文三18
 理一6-8 理二三5-6) 121 不開講

4月3日
p.153,

p.381, p.384,
p.387, p.390

火4 40082 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文一二13 文三4-5
 理一31-33 理二三21) 121 不開講

4月3日
p.155,

p.382, p.385,
p.388, p.391

水2 40142 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文一二4-6
 理一15-16 理二三11) 102 不開講

4月3日
p.157,

p.382, p.385,
p.388, p.391

水3 40184 英語中級（クラス指定ターム型） ロビンソン　ピーター 1年(文一二17 文三9
 理一21･24 理二三16) 102 不開講

4月3日 p.10, p.387 月3 30109 英語二列Ｗ（ALESS） 笹山　尚子 1年　理一(11,15-18,21,24,31) K301 ー 教室変更

4月3日 p.5 水2 30621 英語二列Ｓ（FLOW） マニナン　ジョン 1年　文一二(9-10) 文三(16)
理一(19-20) 理二三(13) 10-202 ー 教室変更

4月3日 p.6 水3 30705 英語二列Ｓ（FLOW） マニナン　ジョン 1年　文一二(19-20) 文三(11-12)
理一(26-28) 理二三(18) 10-102 ー 教室変更

4月3日 p.7 水2 40133 英語二列Ｓ（FLOW） マニナン　ジョン 1年　文一二(1-3,7) 文三(14-15)
理一(14) 理二三(9-10) 10-202 ー 教室変更

4月3日 p.7 水3 40172 英語二列Ｓ（FLOW） マニナン　ジョン 1年　文一二(16,18) 文三(10)
理一(22-23,25) 理二三(15,17) 10-102 ー 教室変更

4月10日 p.104 水3 31774
初年次ゼミナール理科

（生命を分子・情報から読み解く）
飯野　雄一 1年　理一(34-39) 理二三(22-24) E35 ー 代表教員変更

4月12日 p.122 月3 30138 数理科学基礎演習 間瀬　崇史 1年　理二三(18-20) 741 ー 教員変更

4月12日 p.122 月3 40012 数学基礎理論演習 間瀬　崇史 1年　理二三(18-20) 741 ー 教員変更

4月12日 p.122 火5 30519 数理科学基礎演習 土岡　俊介 1年　理一(2,4-5,8) ) 741 ー 教員変更

4月12日 p.122 火5 40115 数学基礎理論演習 土岡　俊介 1年　理一(2,4-5,8) ) 741 ー 教員変更

4月12日 p.122 木4 30967 数理科学基礎演習 梶原 健　田中 雄一郎 1年　理一(36-39) 721 ー 教員変更

4月12日 p.122 木4 40225 数学基礎理論演習 梶原 健　田中 雄一郎 1年　理一(36-39) 721 ー 教員変更

4月18日 p.306 水5 31911 学術フロンティア講義（インテリジェン
トな認識と行動のシステム科学） 奈良　高明 1年　文科　理科

2年　文科　理科 162 ー 教員変更

平成29年度　Ｓセメスター時間割　時間割変更一覧


